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・新学年ガイダンスのお知らせ

■高校進学応援サポート
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■春期講習のお知らせ

～昨年度の春期講習の様子～

分からない問題は積極的に先生に質問できる環

境です！

■３～４月の予定
先月の保護者面談ではお忙しい中、お時間

をとっていただき誠にありがとうございま

した。その際にもお伝えしましたが、再度、

春期講習についてお伝えいたします。

３月２５日（月）～４月４日（木）の期間

に春期講習を行います。Freewill学習塾の

春期講習は「予習」をメインに行います。

なぜなら、学年が変わった最初のテストで

「分かる！」という状態をつくり、「自

信」をつけ、良いスタートを切ってほしい

からです。

期間は９日間と短いですが、勉強の基礎・

土台をつくるには重要かつ最適な期間です。

できる限り日程を調整していただき、ご参

加ください。

詳しくは別途に配布しております「春期講

習のパンフレット」をご覧ください。

春期講習期間
３月２５日（月）～４月４日（木）
3月30日（土）、3月31日（日）は休校日

1 金
2 土
3 日
4 月
5 火
6 水 理科実験教室（恵比寿校・中目黒校）
7 木
8 金
9 土 中学生向け保護者会・新高１向け保護者会（恵比寿校開催）

10 日 中学生向け保護者会・新高１向け保護者会（世田谷校開催）
11 月
12 火
13 水 読書感想文発表会

14 木

15 金
16 土
17 日
18 月
19 火 通常授業終了
20 水 休校
21 木 休校
22 金 休校
23 土
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木
29 金
30 土
31 日
1 月
2 火
3 水
4 木
5 金 休校
6 土
7 日
8 月
9 火

10 水
11 木
12 金
13 土
14 日
15 月
16 火
17 水
18 木
19 金
20 土
21 日
22 月      ゴールデンウィーク宿題出題期間（4/22～4/26）
23 火
24 水
25 木
26 金
27 土
28 日
29 月 休校
30 火 休校

４
月

3
月

春期講習
3/25(月)～4/4(木)

※3/30(土)・3/31(日)は休校

ゴールデンウィーク休み（4/29 ～ 5/6 ）



３月１４日（木）
２０：１５～

新中学１年生 新中学３年生

恵比寿校
３月１３日（水）
１６：３０～

３月１４日（木）
１８：００～

世田谷校
３月１３日（水）
１６：３０～

３月１３日（水）
２０：１５～

中目黒校
３月２０日（水）
１７：１５～

今年度最後の定期試験にあわせて、各校舎で理社マラ

ソンを行いました！

今年度5回目ともなると、１コマ目からいるお子様で

も最後まで集中力を切らさずに、取り組めるように

なっていました。また、お子様一人ひとり様々な工夫

がみられ、単なる試験対策というだけでなく、勉強を

通して自らの課題を見つけ克服するといった「自立

型」の学習ができるようになりました。

学校によっては、出題範囲が1年分のところもあり大

変内容量が多いテストになっていましたが、理社マラ

ソンに参加して、しっかりと準備ができたようです。

生徒たちの成長を目の当たりにでき、われわれもとて

も嬉しく感じました。これからもお子様を全力でサ

ポートしていきます。

～理社マラソンの様子～

今年度最後の定期テストへの意気

込みがひしひしと伝わってくるほ

どの集中！終わった時には“やり

切った！”と言って帰っていきま

した。

■新学年ガイダンスのお知らせ（新中１・新中３）
新中学１年生および新中学３年生（区立生）を対象に、

各校舎所属の内部生限定で、ガイダンスを開催いたします。

新中学１年生は、中学校生活に向けた心構えや、入学してから

の過ごし方など、４月からの生活をより具体的にイメージしていただけます。

新中学３年生は、１年後の高校入試に向けた内容となります。入試の仕組みを知るこ

とで、残り１年間をどのように過ごしていくのかを考えるきっかけとなります。

ここでしかお伝え出来ないこともたくさんお話しします。お子様には周りより、一歩

でも二歩でもリードした状態で、新学期のスタートを切ってもらえたらと思いますの

で、ぜひお子様へお声かけください！

■理社マラソンのご報告



■小学６年生へ ～中学生になる準備を～

■高校進学応援サポートのお知らせ

＜高校進学応援サポートの内容＞

①3月通常授業(英語3回・数学３回)

16,800円→9,800円
②春期講習（英語４回・数学4回）

(4月以降継続の場合) 34,400円→０円

(3月末で退塾の場合) 34,400円→17,200円

小学６年生は、基本的に3月から中１で習う数学と英語の

勉強を始めています。実際にその勉強を始めている生徒さ

んの中には、数学は簡単にできてしまうが慣れない英語で

苦戦していたり、またはその逆だったりという状況があり

ます。しかし、時間はまだあるため、苦手な部分の一つ一

つ無くしていくことができます！中学３年間の試験を左右

する最初の試験で結果を残し、「私は中学校のテストで点

数が取れる！」という自信をつけましょう！

また、前月号でもお知らせいたしました通り「中学準備講

座」を開講しております。Freewillの授業を体験していた

だく意味で、通塾されていない小学６年生を対象に２月と

３月限定で無料で開催しております。ご兄弟やお知り合い

で、中学に向けて準備をしたいという方がいらっしゃいま

したら、ぜひともお声かけの方をお願いいたします。

大学受験専門個別指導の授業が

行われている恵比寿校２階の様

子です。

3月からの授業では、こちらの教

材を使います。中学の内容を復習

しながら、その分野の応用という

位置づけで、高校の内容を学んで

いきます！

前月号に引き続き、「高校進学応援サポート」のお知らせ

です。この「高校進学応援サポート」は、受験を終えた中

学３年生に対して３月より行わせていただいており、既に

各校舎でこのサポートに参加している生徒さんが多くい

らっしゃいます！

「受験が終わったのに、まだそんなに勉強する必要がある

の？」と思うかもしれません。今までのように授業を何コ

マも受講する必要はありませんが、中学校で身につけた勉

強習慣や学力を維持するためには、少しでも学習を続ける

必要があります。そして、今後はさらに自分に合ったスケ

ジュール管理や、勉強の進め方を確立していくことも大事

になります。高校生に対しては、そういった直接的な学習

以外のサポートも重要だと考えております。

そんな皆様を全力でサポートすべく、３月に塾生限定で

「高校進学応援サポート」を行っております。サポート内

容は以下の通りです。詳細はお手紙にて配布しております。

ご不明点などございましたら教室までお問い合わせくださ

い。

小学６年生の授業の様子です。一

足先に中学生の内容を学んでいま

す！



■入試壮行会のご報告
高校部ではセンター試験の前に、恵比寿校・世田谷校・中目黒校では都立一般入試の前に、

それぞれの校舎にて入試壮行会を開催しました。

入試壮行会では、講師が順に前に立って、生徒たちに向けて最後のメッセージを送りまし

た。当日緊張しないためのアドバイスや、今までの自分の頑張りを信じ、ベストを尽くし

て欲しい、というような激励の言葉をそれぞれにかけました。また、受験当日のお守りに

なるようにと、湯島天神の鉛筆の側面に講師それぞれがメッセージを書いたものを生徒た

ちに渡しました！

生徒たちは、我々講師たちの話を真剣な眼差しで聞いてくれました。今までの努力を全て

出し切って欲しい、という思いを届けられたのではないかなと思います！

■受験生からのメッセージ

～中目黒校～

～世田谷校～～高校部～

～恵比寿校～

＜各校舎での入試壮行会の様子です！＞



■受験合格者速報！
合格された生徒のみなさん、合格おめでとうございます！今回のFreewill通信３月号では、

3月12日の時点でFreewillの生徒さんが合格した学校をご紹介いたします！

自分の志望校へ向けて、みなさん本当に頑張ったと思います。自分たちのその努力を誇り

に思い、自信を持って次のステージに進んでいってください！Freewill学習塾の講師一同、

みなさんの活躍を期待しています！

＜大学受験＞
・青山学院大学 法学部

・中央大学 理工学部

・東京電機大学 工学部

・目白大学 人間学部

・浦和大学 こども学部

＜高校受験＞
～都立高校～
・駒場高校

・小山台高校

・白鷗高校

・富士高校

・狛江高校

・上野高校

・産業技術高等専門学校

・目黒高校

・田園調布高校 ２名

・広尾高校 ２名

・雪谷高校

・芦花高校

・科学技術高校

・忍岡高校

・園芸高校 ２名

・世田谷総合高校 ３名

・第一商業高校

・千歳丘高校

・杉並工業高校

～私立・国立高校～
・明治学院高校

・石川工業高等専門学校

・東京工業高等専門学校

・青稜高校

・日本大学櫻丘高校

・日本大学第一高校

・玉川学園

・多摩大学目黒高校

・東洋高校

・杉並学院高校 ３名

・郁文館高校

・帝京高校

・関東国際高校 ４名

・京華高校 ４名

・神田女学園高校

・東京成徳高校

・国士館高校 ２名

・正則高校

・玉川聖学院高等部

・朋優学院高校 ５名

・関東第一高校

・サレジオ工業高等専門学校

・日本工業大学駒場高校 ２名

・大成高校

・京華女子高校

・国際高等専門学校

・駒場学園高校 ２名

・目黒学院高校 ４名

・東京実業高校

・山形城北高校

・目黒日本大学高校

・自由ヶ丘学園高校

・二階堂高校

・堀越高校

・科学技術学園高等学校

＜中学受験＞
・法政大学第二中学校

・東京大学教育学部附属

中等教育学校

・暁星国際中学校

・大手前高松中学校

・多摩大学目黒中学校



今月の問題

チェックはどこに付いたでしょうか？意識が変わることで接し方も変わってきます。

チェックをするだけでも、頭に残り、行動が変わるものです。お子様への接し方でお

悩みの際は、ぜひチェックリストをご参考になさってください。具体的な行動をどう

すればよいかわからない際はいつでもご相談ください。また、我々が気付いた成長は、

どんな小さな事でもお伝えしています。一緒にお子様の成長を喜び見守っていきま

しょう。

■子育て講座

「同じように育ているのに、なぜこの子だけ…」「やり始めてもすぐにあきらめてし

まう」「以前は勉強していたのに、最近急にやる気がなくなってしまった」など、お

子様の成長に伴い子育ての悩みはご家庭によってさまざまだと思います。

今月はお子様への接し方のヒントになるように、塾長柴山の著書「子にかける、子に

かけない」から一部を抜粋してお話しします。

～今日から変われる大人のドリル～

■頭の体操
先月の解答

問：リカちゃんの後継者とし

てあとを継いだのは、誰もが

「まさか！」と驚く日本昔話

の主人公でした。さて、それ

は誰？

答：金太郎

まさか、リカ継いだ！金太郎

（まさかり担いだ、金太郎）

問：親２人、子２人の３人家族とは？

ヒント：4人ではなく、3人です。ペットなどは含

みません。

十分で子供への接し方が変わるチェックリスト

種をまいても、芽が出ない？

□種を包む環境の見直しを

□余裕をもった愛情を～過保護/無関係～

□接し方の見直しを～過干渉～

□必ず芽はある～ないものねだりはやめましょう～

芽は出たけど、育たない？ 生育の途中でダメになる

□栄養不足の可能性 □伸びの適期を把握しよう

□気づきを大切に □接し方の改善を～ブレーキ注意～

□接し方の改善を～やりすぎ注意～ □言葉のかけ方を変えてみよう

□気づいているのに芽を摘まないで □信じてあせらす見まもろう

□自立できる接し方を

接し方を変えるには、大人側の課題がどこにあるかを認識する必要があります。

お父さん、お母さんご自身は「いまドコ」にいますか？


